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平成 29 年度 第 1 回坂出市総合教育会議 

 

１．日時 平成 29 年 9月 28日(木) 開会 13 時 30分～閉会 15時 5分 

(所要 1 時間 35 分) 

２．場所 教育会館 2階大会議室 

３．議題 

 (1)保護者支援について 

 (2)その他 

４．出席者 

  市  長 綾  宏   教 育 長 國重英二   教育委員 斉藤惠子 

  教育委員 髙尾正彦   教育委員 中橋孝彦   教育委員 小川幸彦 

５．欠席者 

  なし 

６．出席した職員 

  総務部長 好井和彰  政策課長 中川高弘  政策課政策調整係長 明石公秀 

  健康福祉部長 木村敦子 こども課長 林 尚志   

こども課児童福祉係長 乃村敏行 

  教育部長 浦田俊一  学校教育課長 山田知志  学校教育課主幹 加賀 実  

  主任指導主事 森 浩輔  指導主事 川中祥照  指導主事 湖﨑眞二 

教育総務課長 香川浩基  教育総務課長補佐 竹村秀基   

教育総務課管理係長 柳原孝宣 

７．傍聴者 

  なし 

 

≪会議の大要≫ 

 

総務部長   

ただいまから，平成 29 年度第 1 回坂出市総合教育会議を開催する。最初

に，綾市長からご挨拶をお願いする。 

    

市長     

     （ 挨 拶 ） 

 

総務部長   

それでは議事進行をお願いする。運営要領第 4 条の規定に基づき，綾市長

に議事進行をお願いする。 
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市長     

それでは，私の方で議事進行をさせていただく。保護者支援について，事

務局より説明を求める。 

 

学校教育課長 

(資料の説明) 

 

市長     

事務局より，保護者支援についてのうち「児童虐待防止対策に係る法およ

び通知等」の説明があったが，最近は国の法律も変わってきて，例えば防災

関係の法律も，紙ベースでは間に合わないくらい変わっている。法を作って

もそれを施行することができていない。 

教育委員会でも，現場と乖離したものとなっている。言っていることは当

たり前だが，細かいことをやれと言ってもできるかと言えば難しい。人手も

伴うし，いろいろな問題点もあるというのが私の個人的な感想である。法律

ができてきたことは良いことだが，この法律に沿ってできるのかとなれば疑

問はある。 

 

教育長    

事務局に確認したいが，児童福祉法において，要保護児童対策地域協議会

を「置くことができるものとする」と規定されていたものが，平成 19年に「置

くよう努めなければならない」となり，平成 20 年には機能強化という言葉が

みられる。平成 22 年には教育委員会の積極的な参画，そして平成 28 年にも

機能強化という言葉がみられる。 

この要保護児童対策地域協議会の役割が強化されているというのは，どの

ようなところが強化されているのか。 

 

こども課長  

平成 28 年度の児童福祉法の改正については，保育士や教員免許等の資格を

持った職員を要保護児童対策地域協議会の調整機関に配置することとされた。

また，県の児童相談所が対応している案件について，権限は児童相談所に残

っているが，軽微な案件については児童相談所から市町村に逆送致という形

でされて，市町村で対応している。 

そして，市町村の判断により児童の安全が図られたということになれば終

結をしていくということで，これまでよりも市町村の児童虐待について役割

が明確化された。 

 

市長     

要保護児童対策地域協議会についての説明があった方が良いと思うが。 
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こども課長   

資料の「坂出市要保護児童対策地域協議会における相談援助の流れ」を見

ていただきたい。義務規定ではないが，児童福祉法において設置するように

努めなければならないとされており，本市でも設置している。 

構成員は，民生児童委員，人権擁護委員，児童相談所，警察署に加えて関

係課，教育委員会等である。 

 

市長      

この会はいつ開催するのか。緊急時に開催されるのか。 

 

こども課長   

この協議会には代表者会と実務者会があり，代表者会は先ほどの出身団体

の代表者で構成されており，会については年 1回開催している。 

実務者会は，実務者が協議，検討を重ねる会だが，28 年度は 5回開催して

いる。さらにその下に，個別に案件を検討していく進行管理会議があり，毎

年 4回程度，開催している。 

 

教育委員    

今の協議会は，昨年度は 5回だが，これは決まった月に開催しているのか，

緊急な事案があった時に何回でも集まっているということか。 

 

こども課長   

大まかな日程は年度当初に決めている。緊急の場合は，別途個別ケース会

を開き，緊急を要する案件があれば，担当者が集まり協議する。一定の方向

性を示したうえで，実務者会に諮っていく。緊急の場合は，個別ケース会を

開催する。 

 

教育委員    

昨年は，緊急に開く会はあったか。 

 

こども課長   

先に資料の説明をさせていただいた方が良いので，説明をさせていただく。 

(資料の説明:「坂出市要保護児童対策地域協議会における相談援助の流れ」，

「香川県内児童相談所における児童虐待相談対応件数」，「坂出市における

児童虐待相談対応件数」) 

 

市長      

県は警察からの通報件数が多いが，児童相談所の件数とダブルカウントに

はなっていないのか。 
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こども課長   

県は取扱件数になっており，警察から児童相談所に通告があったものは警

察としてカウントされている。 

 

教育委員    

一覧表の見方は分かったが，通報の方法は地域の方が警察に知らせたりす

るのか。 

 

こども課長   

数値のとおりで，例えば学校からも多い。児童は学校に毎日通学している

ので，家族以外で一番に異変に気付くのは保育所を含めた学校現場である。 

最近，児童相談所の職員と話をしたが，児童相談所の職員によると，昔な

らば地域の繋がりがあり，あの家には子どもがいて，男の子で元気な子で，

親の顔もわかる，家族構成もわかる，状況もわかる，子どもの泣き声がした

ら悪いことをして親に叱られているというのが普通の状況であった。 

それが今では，近所やコミュニティなどの関係が薄くなって，特に都市部，

街中になると，隣にどんな方が住んでいるのかがよくわからない状況となっ

ている。子どもが何人いて小学生なのか，中学生なのかもわからない。２軒，

３軒離れるとほとんどわからない状況である。 

虐待に対する関心が高まってきていることもあり，子どもの激しい泣き声

が聞こえてくるとおかしいのではないかと警察に通報があったり，児童相談

所に通報があるなど，近所の方からの通報があるとのことである。 

 

教育委員    

確認であるが，経路別状況は，経路別に虐待があったことが判明した表に

なっており，その中で統計の取り方にもあるが，例えば近隣や知人が少ない，

民生委員児童の通報も少ない状況と説明があったが，どのような取り方をし

てこの統計結果になっているのか。市内の統計では近隣・知人は１件であり，

民生児童委員からは０件である。地区の児童委員はよく地域を巡回して把握

はされているだろうと思うが，どのような取り方をしたらこの経路別判明状

況が０件になるのか。 

もう一度，説明をお願いしたい。民生児童委員がどこかへ通報したけれど

も，児童相談所が対応したということになっているのか。 

 

こども課長   

実際に，市に一報があった所を前提に捉えている。民生児童委員が市の関

連する部署に相談に行き，その部署で確認してこども課へ報告が来た場合は，

その部署が経路の一報となり，こども課が受け付けたものとしている。 
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教育委員    

そうすれば，市の経路はこども課がどこから知ったかということでよろし

いか。ならば，誰が通報したかはここではわからないということか。 

 

こども課長   

そうである。 

 

教育委員    

通報された機関が記載されているということで，イメージとして，支援と

か通報などの子どもの見守りをするのは近所，学校，保育所などの関係する

機関の方がほとんどだと思うが，その連携なくしてはできないと思う。 

その連携の仕方によって，データが異なってくると思う。また，警察が見

つけることはほとんどないと思い，質問させていただいたのだが。警察は誰

かから，例えば学校も保育所，地域の方から連絡を受けて処理をしたものが

ここに記載されていることと思う。 

 

こども課長   

そうである。警察に通報があるのは近所の方からなどで，学校からいきな

り警察にということはない。近所の方などが警察に通報していると思う。 

 

教育委員    

お聞きしたいことで，虐待相談の対応で，面接指導はどこの機関が行うも

のか。 

例えば福祉事務所の方や学校関係も入っているのか，市だけが行っている

のかを教えていただきたい。 

 

こども課長   

市のこども課で対応している。 

 

教育委員    

相談があり，緊急受理会，個別ケース検討会となっている。そこまでいく

のは，何件程度あるのか。 

 

こども課長  

緊急受理会まではすべての案件となる。その中で軽微なものもあり，その

ようなものは電話や学校で聞くこともあり，引き続き見守り，支援していく

こととしている。割合では，１割強だと思う。 
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市長      

他にご意見が無いようならば，次の議題「児童虐待対応に関する教育委員

会の役割について」の説明をいただきたい。 

 

学校教育課長     

 (資料の説明)  

 

市長      

事務局より「児童虐待対応に関する教育委員会の役割について」の説明が

あったが，何かご意見はあるか。 

 

教育委員    

連携のマニュアルの中で，教育委員会や学校においてきちんとされている

ことはわかるが，保護者に何らかの形で伝えること，例えば入学時に児童虐

待が疑われるときの説明や学校の対応を保護者に伝えているかどうかをお聞

きしたい。 

 

学校教育課長  

入学時などに虐待の説明や学校の対応については説明できていない。これ

からの課題と考えている。 

 

市長     

(児童虐待を認識せず，しつけの一部として)普通であると思っている親も

いて，しつけがどこまでだと説明することも非常に難しいところではあるが，

一方で警察沙汰になる場合もある。委員が言われたように情報として知って

おくと良いということもある。 

みんなが共通認識をもっていくことは良いと思うが，入学時には多くの周

知事項があり，保護者も頭がいっぱいになっているということも聞く。     

その他にご意見はあるか。無いようならば，次の議題「児童虐待対応での

困難点と対応のポイントについて」の説明をいただきたい。 

 

学校教育課長      

(資料の説明)  

 

市長      

事務局より「児童虐待対応での困難点と対応のポイントについて」の説明

があったが，大変なことだと思う。 
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教育委員    

質問ではないが，子どもたちを守るために地域の方に力を入れていただい

ており，ある地域では民生児童委員，主任民生委員が活動されており，時々

それぞれの委員が寄って地域で気になる子どもについて話し合う機会が設け

られていた。学校長は毎回参加して，必要があれば教頭や関係教員も参加し

て，地域で子どもを心配して話し合っている。そこから情報をいただくなど，

非常に役に立ったことがある。そういう会は，市のどの地域でも行われてい

るものなのか。 

もし，そういうシステムができているのであれば，今年は指定校としてコ

ミュニティ・スクールを始めたばかりであるが，このコミュニティ・スクー

ルの活動の中にこのような民生委員の活動を含むことができればと思う。学

校も直接家庭に嫌な思いをさせず，地域の方も状況がわかっていて，登下校

に一緒に歩いている時にも手をつないでいれば様子もわかるので，連絡いた

だくこともあった。 

そのようなことは先生が行おうとしても，時間もなくてできない。そので

きないことを信頼のおける民生委員にバックアップしてもらうとすごく良い

のではないかと思う。 

それでも難しい案件は，説明にあった流れで対応していかなければならな

いと思うが，そこまでいかないように，状況が良くなるような土台作りが必

要ではないかと思う。 

 

指導主事    

どの学校においても，学校評議員，学校関係者評価委員が数名いて，その

中に必ず児童委員や，もっと幅広く各種団体の代表者の方が入られて，最低

でも学期に１回は会を開いている。必要に応じて常時，開催しており，どの

学校もそのような体制の確保や会の開催を実施している。 

そのようなことで大きな虐待事案はないが，虐待につながりそうな小さな

問題は，早期発見・早期対応で，どの学校でも一生懸命取り組んでいる。 

 

市長      

地区により地域性があり，自治会，民生委員会，婦人会などの合同の会議

がある地区もあり，温度差がある。市の部課長をそれぞれ担当地区に振り分

けて活動する出前市役所でも，毎月実施している地区もあれば，年に数回と

いう地区もある。コミュニティ・スクールもモデルケースなので，どういう

ことが考えられるかを検討しており，また，地域性もあることだと認識して

いる。自治会活動も増えて，民生委員の仕事量も多い。100 件以上を担当され

ている地区もあると聞く。地区によれば，車やバイクで行かないと回れない

ところもある。地域の交通利便性もあるのではないかと考えているが，その

分，逆に深く繋がっているということも言える。 
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例えば，立哨に自ら来てずっと取り組んでいるということ，またそういう

方がいるということは良い効果だと思う。これは強制してやってくださいと

いうわけにはいかないことで，そこは地域性であったり，リーダーシップで

あったりで上手くできていて，学校もお願いばかりすることは難しいと思う

ので，地域に馴染んだ形で話ができるようになればもっとよくなると思う。

モデル地区として検討していただければと思う。 

 

教育委員    

虐待相談の対応で，施設や里親は虐待がはっきりしたケースだと思う。面

接指導がほとんどであり，この面接指導はそれぞれ行うと思うが，これで虐

待がどの程度弱まるのか，あるいは止まったという事例があるならば，お聞

かせいただきたい。 

 

こども課長   

保護者が，それが虐待だと気付いていない場合がある。そのような方には，

虐待であると説明すればある程度理解していただけると思う。 

面接指導の実施回数においては，3回をボーダーとしており，3回までで終

わるのが助言指導，引き続き指導しなければならないのが継続指導で，単純

には言えないが，3 割程度は何らかの改善が見られる。 

 

教育委員    

継続指導は 3 回以上の面接とのことだが，虐待が認められなくなるまで継

続して面接が行われるのか。 

 

こども課長   

そうである。途中で終結させることはない。ずっと関わっていくこととな

る。 

 

教育委員    

虐待が疑われる，あるいは虐待であるということが認められれば，面接指

導を打ち切って児童相談所に送っていくことになるのか。あるいは，施設に

入所することになるのか。 

 

こども課長   

施設入所については市に権限はないので，その判断は児童相談所の所管と

なる。私たちも逐次，児童相談所に情報を提供しているので，3回，4回と助

言・面接をしながら，改善が見られない場合は，児童相談所も共にかかわっ

ている案件がほとんどと思われるので，助言で改善される場合は市で対応し，

助言をしながら児童相談所に報告するということはあまり無いと思う。 
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当初から，児童相談所とはやり取りしながら対応しているので，面接指導

も児童相談所の意見を参考にしながら対応しており，途中から児童相談所に

お願いしますということはない。 

 

教育委員    

いじめについては，子どもたちが学校の中で教育を受けて，いじめはダメ

であると教育されているが，保護者についてはどうすればよいかわからない。

保護者に問題があり，保護者はこれ以上が虐待になるということのラインが

わかっていないから，こういう虐待がおこると思う。 

厚生労働省から，保護者に対してこうすれば虐待であるというケースがわ

かるようなガイドライン，冊子やイラストなどはないのか。それらがあれば，

学校での入学時に渡して見てもらえれば良いと思う。 

 

こども課長   

虐待については，児童虐待防止法に明記されている。ただ，法律用語のた

め難しい点もある。虐待の背景によって変わってくる部分もあり，子育ての

うえで一般的に厳しく叱りつける時も何回かはあり，例えば誰かに怪我をさ

せる恐れがあるとか，自分自身の生命に危険を及ぼすような時などは厳しく

叱りつけることもあると思う。 

同じ叱る原因が緩いものかどうかにもよるが，原因によって同じ度合いの

叱りでも，これは仕方ないというものと，それは虐待だろうというのもあり，

明示したり，例示したりすることは難しいのではないかと思う。パンフレッ

ト等があるかは調べてみる。 

 

教育長     

学校現場で一番困っていることは，保護者を責めてしまうと虐待が隠れて

継続してしまうことであり，保護者の心が落ち着いてくる状況をどのように

作っていけばよいのか，学校側もわからない。 

そのような保護者は，子育てにあたり，悩み事，行き過ぎていることを解

消するために，カウンセラーや病院などに行こうとしない人が多い。しかし，

そのような症状の人がカウンセリングを受けたら，状況が変わるのではと学

校現場にいればわかることもある。それを，学校側がカウンセリングをした

ら如何かと勧めれば，怒らせることになる場合がある。保護者を支えていく

対応で何かないものかと，学校現場は悩んでいると思う。 

子どもが虐待されているかどうかを見つけることについて，通報して子ど

もを守る体制はできているが，そうせざるを得ない保護者をどうするかとい

う視点が抜けているのではないか，それが問題ではある。民生委員に情報を

提供してうまくいく事例と，出したが為に失敗する事例もある。市長も言わ

れたように，地域の状況によって異なってくる。 
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どちらにしても，その保護者を支えていかなければならないと変わらない

のではないかと思う。特にネグレクトの場合，入りようがないというか，子

どもの下着が 1 週間も変わっていない状況が続いて，周辺の子どもが臭って

いると言うことがあると，保護者がそれを聞き，その子に対するいじめと言

ってくる。学校は保護者に説明して，下着はどうですかと聞いても，保護者

はちゃんとしていると答える。子どもに聞くと，風呂には 1 週間も入ってい

ないという状況であっても，その部分だけ保護者には伝えられない。 

保護者自身は毎日きれいにしており，そのような状況の中で保護者には伝

えきれない場合がある。特にネグレクトは難しい。子育てにおいて，乳幼児

健診から繋がっている長いスパンの中で，親としての在り方をしっかり教育

する場も必要ではないかと思う。 

 

健康福祉部長  

資料中に「子育て世代包括支援センター」の法定化とあるが，これは児童

福祉法の改正で，現在は努力義務であるが，県内では高松市が設置している。

国は，平成 32 年度までに全国展開していくことを示している。 

本市においても，子育て世代包括支援センターは，妊娠期から子育てにお

いて包括的に途切れることなく，子ども，保護者を支援していくセンターと

なる。妊娠届のときから，子どもが保育所，幼稚園，学校へ入学する過程で，

今は保健師の関わりが途切れてしまう状況であるが，それが問題でもあると

考えている。 

現在，改善策を整えているところであり，体制を整えて，庁内の関係機関

であるけんこう課，こども課，教育委員会，幼稚園，学校が関わってくるの

で，連携を取りながら，問題を抱える家庭について，そのような家庭は妊娠

期から何らかの問題があると思うので，保健師が継続して支援していく，関

わりを持っていくということで体制づくりを進めており，教育長から話して

いただいた内容も踏まえて取り組んでいきたいと考えている。 

 

指導主事    

教育長や健康福祉部長が言われたとおり，学校現場では，児童虐待はそれ

を行っている保護者の SOS だと捉えて，教員みんなで取り組もうと関わって

いる。言われるとおり，保護者の家庭，子育ての状況は，ストレスが溜まり，

その一つの表れとして虐待となっている。 

その保護者をどうしていけば子どもの救いになるのかについて取り組んだ

こともある。そのシステムを早く構築していただいて，保護者に話をすると

きに相談の窓口について説明できれば，保護者も恵まれた状況で子育てでき

るようになるのではないかと思うし，それを確立していくことが大切ではな

いかと思う。 
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しかし，虐待で気になっていることは，最近，虐待が見えにくくなってい

ることである。つまり，心理的虐待が増えている。ある日子どもが 1 週間ほ

ど学校に来なくて，来るとかばんを引きずって来ている。その子の話を聞く

と，「自分はいらん子だと言われた」「生まれてこなかったらよかった」と言

われたということだ。これはひどいことだと思う。そういうことを度々言わ

れることが心理的虐待であり，増えてきている。今までならば身体的虐待で，

服を捲って体を見ればわかっていたが，心の痛みはなかなかわからない。そ

のわからない痛みを，いかに早期に発見できるかが学校現場での課題である

と思う。 

この窓口は，学校現場では養護教諭，各担任となっているが，その教員も

若年化が進んでおり，そういう教育をしていく必要がある。その見抜く力を

いかに身に着けていくかが課題ではないかと思う。 

 

 

市長    

その他にご意見はあるか。無いようならば，第 1 回坂出市総合教育会議を

終わらせていただく。 

 

 

 坂出市総合教育会議運営要領第 6 条第 2項に基づき，署名する。 

 

 

 

坂出市長    綾       宏 
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